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Ⅵ 実施事業一覧 

１ 展示及び関連講演会等 

展 示 名 期  間 会場 内    容 

企画展示 愛知県図書

館の25年 

28年3月15日(火)～ 

6月8日(水) １階

平成28年4月20日に開館25周年を迎えることか

ら、これを記念して開館当時の写真や 25 年間をふ

りかえる資料を展示。 

 県指定文化財『尾張
国絵図』『三河国絵
図』特別公開 

28年4月20日（水） 

 
大会

議室

普段はデジタルライブラリー「絵図の世界」でしか

見られない大型絵図の実物を特別公開。2 回開催。

参加者55名。 

 

国絵図の上を歩く 

28年4月21日（木）～ 

24日（日） １階

1階ロビーに展示中の『尾張国絵図』『三河国絵図』

（実物大レプリカ）の上を歩いてご覧いただくイベ

ントを開催。参加者82名。 

AV室展示 1990年代

前半にヒットした曲 

28年3月15日（火）～ 

6月8日（水） 
ＡＶ室

開館25周年にちなみ「1990年代前半にヒットした

曲」を収録したCDを集めて展示。 

児童室テーマ展示 食

べもの・料理の本 

28年3月15日(火)～ 

5月11日(水) 
児童室

食べものや料理がテーマになった児童書や絵本を

集めて展示。 

ティーンズコーナーミ

ニミニ展示 Ａ・Ｌ・

Ｃあるく第3号発行 

28年3月15日(火)～ 

6月8日(水)  ３階

県内の図書館員が集まって 10 代に薦める本を紹介

する冊子Ａ・Ｌ・Ｃの第3号「テーマ：友だち！」

で取り上げている本を展示。 

ミニ展示 知の遺産：

2015年物故者をふりか

える 

28年3月15日(火)～ 

7月13日(水) 
３階

2015年に亡くなった桂米朝、原節子、水木しげる、

マイヤ・プリセツカヤなど各界の著名人の著作や関

連書を集めて展示。 

児童室テーマ展示 

2015年をふりかえって 

28年5月13日(金)～ 

7月13日(水) 
児童室

2015年に刊行された児童書・絵本の中から選んだ名

作を展示。 

企画展示 職業・資格

の本 

28年6月10日（金）～ 

9月7日（水） 
1階 

就職、転職、面接、エントリーシート、各種職業・

資格、業界情報などに関する図書を展示。 

児童室展示 本の帯コ

ンクール優秀作品巡回

展示 

28年6月10日(金)～ 

6月19日(日) 
児童室

名古屋市全区の図書館を会場にして行われる「本の

帯コンクール」優秀作品巡回展示（名古屋市教育委

員会主催）の中区会場として、コンクールで入賞し

た作品と元となった本の展示を行った。 

地域資料展示 昔の地

震をみる 

28年6月10日(金)～  

10月12日(水) ３階

濃尾地震や三河地震を含め、明応7（1498）年から

昭和20（1945）年の間に、県内で大きな被害のあっ

た地震に関する所蔵資料を展示。 

ミニ展示 18歳からの

選挙のために 

28年6月10日（金）～ 

19日(日） ４階
選挙権が 18 歳以上に拡大され、参議院選挙投票を

翌月に控えたことにともない、関連図書を展示。 

ミニ展示 第155回芥

川賞・直木賞候補者た

ち 

28年7月2日(土)～ 

23日(土) ３階
第155回芥川賞・直木賞にノミネートされた候補者

の作品を集めて展示。 

企画展示 新聞切り抜

き先品コンクール優秀

作品展 

28年7月15日（金）～ 

8月11日（木） 
１階

中日新聞社主催「新聞切り抜き作品コンクール」の

県内の優秀作品を中心に約 20 点を展示するととも

に新聞の活用方法、情報の集め方・まとめ方など作

品づくりに役立つ図書を展示。（共催：中日新聞社）

 
新聞切り抜き作品

教室 
28年7月30日（土） ＡＶ室

新聞記事を使った新聞切り抜き作品教室を開催。

（主催：中日新聞社 共催：愛知県図書館） 参加

者40名。 
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展 示 名 期  間 会場 内    容 

児童室テーマ展示 話

題になった子どもの本

1991-2016 

28年7月15日(金)～ 

9月7日(水) 
児童室

開館25周年を記念して、この25年間に人気が高か

ったり書評誌に掲載されたりして話題になった児

童書や絵本を集めて展示。 

AV室展示 ブラジル音

楽 

28年7月15日(金)～ 

9月7日(水) 
ＡＶ室

リオデジャネイロオリンピック開催を記念して、ブ

ラジル音楽を収録したCD集めて展示。 

ティーンズコーナーテ
ーマ展示 一行目を楽
しむ！ 

28年7月15日（金）～
11月9日(水） 

３階
ユニークな一行目や気になる一行目を持つ本を中心
に、約250冊を展示。 

ティーンズコーナー展

示 第5回てこぽん大

賞！ 

28年7月15日（金）～ 

9月7日(水） 
３階

利用者が書いたおすすめ本のPOPの中から人気投票

を行い、入賞作品のカードと作品を展示。 

ミニ展示 オリンピッ

クを10倍楽しく観る 

28年8月4日(木)～ 

31日(水) ３階

リオデジャネイロオリンピック開催を記念して、オ

リンピックの歴史や雑学、メダリストについての

本、開催国ブラジルを紹介する本を展示。 

企画展示 アートを読

む 現代芸術を深く知

る本 

28年8月13日(土)～ 

10月12日(水) １階

愛知県図書館の蔵書などから、現代芸術に関する書

籍、あいちトリエンナーレの展示・公演作品に関す

る図書約450冊を展示。 

 
トークイベント「ア

ートを読む」 

28年9月3日（土） 
大会

議室

港千尋（あいちトリエンナーレ2016芸術監督）、 島

敦彦（愛知芸術文化センター愛知県美術館長）を迎

えトークイベントを開催。参加者118名。 

 

＠ライブラリー 

アートを発見！ 

28年7月15日（金）～ 

10月23日（日） 
 

県内市町村図書館との連携事業。アートに関連した

資料の展示やイベント実施を呼びかけ、HP上で参加

館の情報をPR、資料の配布などの協力を行った。参

加館28館、のべ43件のイベントを登録。 

児童室テーマ展示 い

ろんなところへ出かけ

てみよう 

28年9月9日（金）～ 

11月9日（水） 児童室

旅行、散歩など身近な所へのお出かけ、現実世界で

の冒険について書かれた児童書や絵本を集めて展

示。 

ミニ展示 ノーベル文

学賞2016 

28年10月14日（金）～

11月9日（水） 
３階

2016年ノーベル文学賞を受賞したボブ・ディラン氏

の著作と関連資料を展示。 

ミニ展示 社史を創る 

28年10月14日（金）～

11月9日(水） ４階

社史の編さんを扱った図書と、一般社団法人日本経

営史研究所が隔年で選定している優秀会社史賞受

賞社史のうち直近の第19回受賞社史を展示。 

ミニ展示 大隅良典氏 

ノーベル医学生理学賞 

受賞記念＆ノーベル賞

紹介展示 

28年10月14日（金）～

12月7日(水） 
４階

2016 年のノーベル医学生理学賞を単独受賞した大

隅良典氏の業績を紹介し、その研究分野の関連図書

とノーベル賞についての図書を展示。 

地域資料展示 あいち

の茶 

28年10月14日(金)～ 

29年2月8日(水) 
３階

愛知県内の江戸時代から昭和までの茶の生産や茶

道など、あいちのお茶に関連する所蔵資料を展示。

＠ライブラリー ふる

さとの伝統文化 

28年10月18日（火）～

29年1月13日（金） 

 

県内市町村図書館との連携事業。ふるさとの伝統文

化に関連した資料の展示やイベント実施を呼びか

け、HP 上で参加館の情報を PR、資料の配布などの

協力を行った。参加館12館、のべ18件のイベント

を登録。 
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展 示 名 期  間 会場 内    容 

ミニ展示 カフェをめ

ぐる冒険 

28年10月14日（金）～

29年1月11日（水） 
３階

愛知県が喫茶店に特になじみ深い土地だと言われ

ることから、喫茶店やカフェという場について、文

化史、歴史、文学、美術など様々な観点の資料を集

めて展示。 

ティーンズコーナーミ

ニミニ展示 頑張れ！

受験生2016 

28年11月11日(金)～ 

29年2月28日(火) ３階
受験シーズンに高校受験・大学受験に役立つ資料を

集めて展示。 

児童室テーマ展示 ク

リスマスの本 

28年11月11日（金）～

12月27日（火） 児童室 クリスマスに関する児童書や絵本を集めて展示。 

ミニ展示 読書のバリ

アフリー 

28年12月9日（金）～ 

29年1月11日（水） １階
愛知県図書館のいろいろな場所に置かれている「バ

リアフリー資料」を一堂に集めて展示。 

 「マルチメディア･

デイジー」デモンス

トレーション 

28年12月22日（木） 
ＡＶ 

ホール

マルチメディア・デイジーのデモンストレーション

を開催。 

ミニ展示 第156回芥

川賞・直木賞候補者た

ち 

28年12月21日(金)～ 

29年1月20日(金) ３階
第156回芥川賞・直木賞にノミネートされた候補者

の作品を集め展示。 

児童室テーマ展示 干

支の本  

29年1月5日（木）～ 

2月28日（火） 
児童室

今年の干支「酉」（とり）に関する児童書や絵本を

集めて展示。 

企画展示 起業を応援

します！ 

29年1月13日（金）～ 

2月28日（火） 
１階

パネル展示のほか、所蔵資料の中から起業に関する

本を展示。（共催：(株)日本政策金融公庫） 

 

次世代女性起業家

応援セミナー 

29年2月25日（土） 

大会

議室

起業を考えている人向けに、起業に成功した女性起

業家たちが体験談を語るセミナー。（主催：日本政

策金融公庫名古屋創業支援センター、共催：愛知県

図書館、(公財)あいち産業振興機構、協力：中部経

済産業局）参加者50名。 

ミニ展示 美術小説宣

言！文学に描かれたア

ート 

29年1月13日（金）～ 

5月10日（水） 
３階

美術品や芸術家が登場する、アートをテーマとした

文学作品を、ミステリー、ノンフィクション、歴史

小説など様々な分野から紹介。 愛知県美術館で開

催された「ゴッホとゴーギャン」展に関連して、関

係図書を紹介するコーナーも併設。 

ミニ展示 難病を読む 29年2月10日（金）～ 

2月28日（火） ４階

「難病」に関する資料を展示し、2月28日「RDD2017

（世界希少・難治性疾患の日）」のポスター、チラ

シなども併せて紹介。 

 

２ その他の企画 

行 事 名・対 象 開 催 日 会場 内   容 

クイズスタンプラリー 28 年 7 月 15 日(金）

〜9月30日(金） 

館内

館内各所でクイズに答えながら図書館キャラクターのス

タンプを集めるクイズスタンプラリーを実施。台紙は子

ども向けと大人向けの 2 種類。スタンプをすべて集めた

方には、子ども向けは図書館キャラクターシール、大人

向けは25周年記念しおりをプレゼントした。参加者557

名。 
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行 事 名・対 象 開 催 日 会場 内   容 

としょかんの「おしご

と」をやってみよう！ 

小学4～6年生 

28年7月21日（木）

児童室

小学生に図書館員の仕事を体験してもらうイベント。内

容は、図書館員の仕事を説明した後、カウンターでの貸

出・返却や、書架の整とん、ブッカー貼りを行った。参

加者9名 

としょかんの中をた

んけんしよう！ 

小学生 

28年7月23日(土）､

7月27日(水） 館内
夏休み期間に、普段利用者が立ち入ることができないバ

ックヤードを中心に館内を案内。参加者43名（付添含む）。

としょかんで「海のい

きもの」についてしら

べよう！ 

小学4～6年生 

28年7月29日（金）

 
児童室

テーマは「海のいきもの」で、各自が調べたい内容を選

んで調べた。児童室の職員が図書館の上手な使い方や図

鑑や事典の調べ方なども解説。参加者7名。 

愛知県図書館 入館者

2,000 万人達成記念

特製絵はがきをプレ

ゼント 

28 年 11 月 23 日

（水・祝） 
１階

開館25周年を迎え、11月23日には入館者が2,000万人

に達するため、当日、利用カードの登録や貸出手続きを

された方に、記念の特製絵はがきを配布。配布 537 セッ

ト。 

フォーラム「図書館の

チカラ」 
29年3月25日（土）

大会 

議室 

パネリストに臼田信行氏（中日新聞社名古屋編集局局長）、

中島茂氏（愛知県立大学教授）、佐々義子氏（ＮＰＯ法人

くらしとバイオプラザ２１ 常務理事）、山本麦子氏（愛

知県芸術劇場プロデューサー）、青木勝之氏・松下晋氏（東

海高等学校図書部）を迎え、図書館が果たしていく役割や

機能などについて考える。参加者135名。 

てこぽん 通年 ３階 

利用者が推薦本の紹介カードを投稿し、対象図書とともに

ティーンズコーナーに掲示。投稿ポイントは図書館グッズ

と引換可能。てこぽんとは「ティーンズ コーナー ポイ

ント Ｇｅｔ大作戦！」の略称。年度内の投稿数86枚。

来館者等の人気投票で決める「てこぽん大賞第5回」実施。

投票数45票。 

 

３ 名画鑑賞会（20回 入場者：延べ1,220名 会場：1階ＡＶホール） 

開 催 日 上映作品名 開 催 日 上映作品名 

28年4月21日（木）、24日(日) お気に召すまま 11月17日（木）、20日(日) 
マイライフ・アズ・ア・

ドッグ 

7月21日（木）、24日(日) 
ブルー・ゴールド 狙わ

れた水の真実 
  12月15日（木）、18日(日) レベッカ 

8月18日（木）、21日(日) 夏の庭 29年1月19日（木）、22日(日) 嘆きの天使 

9月15日（木）、18日(日) 恐怖の報酬 2月16日（木）、19日(日) 
モスクワは涙を信じな

い 

10月20日（木）、23日(日) メリィ・ウィドウ 3月16日（木）、19日(日) 哀愁 

 

 

４ 児童図書室行事 

行 事 名 開 催 日 会場 内   容 

おはなし会 

28年4月から29年3月までの毎

月第1日曜日と第3土曜日(1 月

と3月は第3土曜日のみ)。 

児童室
絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊びなどを実施。（幼児

向け（午前）・小学校低学年向け（午後）の1日2回）

おたのしみ会 
28年8月4日（木）、8月5日(金）、

12月22日(木) 
児童室

夏休みと冬休みのイベントとして行った。午前は幼児

向けのおはなし会、午後は小学生向けに夏は実験や工

作、冬はおはなし会と折り紙を行った。 

大人も楽しめ

るおはなし会 
29年1月6日（金） 

ＡＶ 

ホール 

小学校高学年から大人まで楽しめる絵本の読み聞かせ

とストーリーテリング、読む落語を実施。参加者8名。

大人のための

お話会 
29年2月2日（木） 

ＡＶ 

ホール 

大人を対象とした朗読とストーリーテリングを実施。

参加者10名。 

 

− 12 −


